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2016年2月18日

会社名 ＳＣＳＫ株式会社

代表者名 代表取締役社長 大澤　善雄

     （コード番号 9719 東証 第一部）

問合せ先 広報部長 秦　享志

　　（TEL. 03-5166-1150）

　当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員人事等について決議いたしま

したのでお知らせいたします。

１．代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制のさらなる強化を図るものです。

(2) 異動の内容

＜新任＞

2016年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

代表取締役社長 取締役 専務執行役員 谷原　徹

代表取締役 副社長執行役員 取締役 専務執行役員 山崎　弘之

＜退任＞

2016年3月31日付（新役職は2016年4月1日付）

新役職名 旧役職名 氏名

取締役相談役 代表取締役会長 中井戸　信英

（2016年6月取締役退任予定） 健康経営推進最高責任者

取締役会長 代表取締役社長 大澤　善雄

取締役 専務執行役員 代表取締役 専務執行役員 熊﨑　龍安

代表取締役の異動および役員人事等に関するお知らせ

記
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(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 谷原　徹

生年月日 1959年12月24日　

略歴 1982年4月 コンピューターサービス㈱入社

2003年2月 ㈱ＣＳＫ西日本事業本部長

2003年6月 同社執行役員、西日本事業本部長

2005年10月 ㈱ＣＳＫシステムズ執行役員、西日本事業本部長

2007年4月 同社執行役員

㈱ＣＳＫシステムマネジメント代表取締役社長兼任

ＣＳＫフィールドサービス㈱代表取締役社長兼任

2007年6月 ㈱ＣＳＫ－ＩＴマネジメント代表取締役社長

2009年3月 ㈱ＣＳＫホールディングス執行役員

2010年10月 ㈱ＣＳＫ専務執行役員、ITマネジメント社代表

2011年10月 当社取締役、専務執行役員

ITマネジメント管掌役員、ITマネジメント事業本部長

2012年4月 当社取締役、専務執行役員

ITマネジメント事業部門長、ITマネジメント第二事業本部長

2015年4月 当社取締役（現職）、専務執行役員（現職）

製造システム事業部門長（現職）、ITマネジメント事業部門長（現職）

所有当社株数 2,273株
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氏名 山崎　弘之

生年月日 1961年2月3日

略歴 1983年4月 住友商事㈱入社

1996年1月 米国フェニックスコア社Vice President（ニューヨーク）兼任

2009年4月 住友商事㈱メディア・ライフスタイル事業部門メディア・ライフスタイル総

括部参事

当社理事兼任、社長室長兼任

2009年9月 ㈱ＣＳＫホールディングス社外取締役兼任

2010年4月 当社執行役員待遇兼任、経営企画・総務人事グループ長兼任

2011年3月 当社執行役員

経営企画・総務人事グループ長、内部監査室担当役員補佐

2011年4月 当社常務執行役員

経営企画・人事グループ長、内部監査室担当役員

2011年6月 当社取締役、常務執行役員

経営企画・人事グループ長、内部監査室担当役員

2011年10月 当社取締役、常務執行役員

経営企画・人事グループ（人事）分掌役員

経営企画・人事グループ（経営企画）副分掌役員

業務改革グループ副分掌役員、内部監査部分掌役員

2013年4月 当社取締役、常務執行役員

分掌役員（経営企画、人事、事業戦略）

2013年6月 ㈱ベリサーブ社外取締役兼任

2014年4月 当社取締役、専務執行役員

分掌役員（経営企画、人事、事業戦略、Ｒ＆Ｄセンター）

2015年4月 当社取締役（現職）、専務執行役員（現職）

分掌役員（経営企画、人事、事業戦略センター）（現職）

所有当社株数 2,278株

2．取締役人事（監査等委員である取締役を除く）

(1) 新任

2016年6月（正式には2016年6月開催予定の定時株主総会にて決議いたします）

新役職名 旧役職名 氏名

取締役副会長 － 鐘ヶ江　倫彦

（住友商事株式会社　代表取締役 副社長執

行役員）

取締役 専務執行役員 常務執行役員 井本　勝也

（2016年4月1日付専務執行役員就任予定）

取締役 常務執行役員 常務執行役員 眞下　尚明
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取締役（非常勤） － 小池　浩之

（住友商事株式会社　理事※） （住友商事株式会社　メディア・生活関連事

（※2016年4月1日付就任予定） 業部門 ネットワーク事業本部 ITソリューショ

ン事業部長）

(2) 非常勤から常勤への変更

2016年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

取締役 専務執行役員 取締役（非常勤） 内藤　達次郎

（住友商事株式会社　理事）

(3) 退任

2016年6月（定時株主総会終了時）

新役職名 旧役職名 氏名

相談役 代表取締役会長 中井戸　信英

健康経営推進最高責任者

（2016年4月1日付取締役相談役就任予定）

顧問 取締役 副社長執行役員 鎌田　裕彰

（2016年3月31日付副社長執行役員退任予

定）

顧問 取締役 副社長執行役員 栗本　重夫

（2016年3月31日付副社長執行役員退任予

定）

顧問 取締役 専務執行役員 福島　紀美夫

（2016年3月31日付専務執行役員退任予定）

顧問 取締役 専務執行役員 市野　隆裕

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社　代表取締 （2016年3月31日付専務執行役員退任予定）

役会長※

（※2016年4月1日付就任予定）

－ 取締役 常務執行役員 加藤　敏幸

（株式会社ＣＳＩソリューションズ　代表取締 （2016年3月31日付常務執行役員退任予定）

役社長※）

（※2016年4月1日付就任予定）
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3．取締役人事（監査等委員である取締役）

(1) 新任

2016年6月（正式には2016年6月開催予定の定時株主総会にて決議いたします）

新役職名 旧役職名 氏名

取締役（監査等委員） 常任監査役 髙野　善晴

取締役（監査等委員）（非常勤） 監査役（非常勤） 安浪　重樹

取締役（監査等委員）（非常勤） 取締役（非常勤） 安田　結子

4．監査役人事

(1)退任

2016年6月（定時株主総会終了時）

新役職名 旧役職名 氏名

顧問 監査役 松田　康明

－ 監査役（非常勤） 小川　英男

5．執行役員人事

(1) 新任

2016年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

取締役 専務執行役員 取締役（非常勤） 内藤　達次郎

流通システム事業部門長 （住友商事株式会社　理事）

グローバルシステム事業本部長

中国・アジア総代表

ITマネジメント事業部門担当役員

執行役員 顧問 古宮　浩行

ソリューション事業部門 ソリューション事業部門

ＡＭＯ第二事業本部 副本部長 ＡＭＯ第二事業本部 副本部長

ソリューション第三部長 ソリューション第三部長

執行役員 理事 古日山　均

金融システム事業部門 金融システム事業部門

金融システム第二事業本部 副本部長 金融システム第二事業本部 副本部長
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執行役員 理事 水野　隆

ソリューション事業部門 ソリューション事業部門

コーポレートシステム本部長 コーポレートシステム本部長

IT企画・業務改革グループ長 経営企画グループ

IT企画部長 IT企画部長

執行役員 理事 阿部　一彦

流通システム事業部門 流通システム事業部門

ＳＣシステム事業本部長 ＳＣシステム事業本部長

(2) 昇格

2016年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

代表取締役 副社長執行役員 代表取締役 専務執行役員 鈴木　久和

Chief Legal Officer（CLO） 分掌役員（法務・総務・広報・ＣＳＲ、ＩＲ・財務

Chief Public relations Officer（CPO） ・リスク管理、内部監査）

代表取締役 副社長執行役員 取締役 専務執行役員 山崎　弘之

Chief Strategy Officer（CSO） 分掌役員（経営企画、人事、事業戦略セン

Chief Health Officer（CHO） ター）

分掌役員（経営企画、人事、事業戦略セン

ター）

取締役 副社長執行役員 取締役 専務執行役員 鈴木　正彦

Chief Technology Officer（CTO） ソリューション事業部門長

分掌役員（Ｒ＆Ｄセンター） 製造システム事業部門

ソリューション事業部門長 車載システム事業本部担当

製造システム事業部門 中部支社長

車載システム事業本部担当

中部支社長

通信システム事業部門担当役員

取締役 副社長執行役員 取締役 専務執行役員 古沼　政則

Chief system Development Officer（CDO） 金融システム事業部門長

金融システム事業部門長

専務執行役員 常務執行役員 井本　勝也

製造システム事業部門長 製造システム事業部門 副部門長

西日本支社長 西日本支社長

（2016年6月取締役就任予定） 事業推進グループ長
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常務執行役員 上席執行役員 上田　哲也

ITマネジメント事業部門長 ITマネジメント事業部門 副部門長

基盤インテグレーション事業本部長 西日本ＩＴマネジメント事業本部長

上席執行役員 執行役員 有澤　寛

事業戦略センター長 分掌役員補佐（事業戦略センター）

上席執行役員 執行役員 播磨　昭彦

分掌役員（法務・総務・広報・ＣＳＲ） 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ長

法務・総務・広報・ＣＳＲグループ長

人事グループ長

上席執行役員 執行役員 近藤　正一

製造システム事業部門 製造システム事業部門

車載システム事業担当 車載システム事業担当

上席執行役員 執行役員 當麻　隆昭

製造システム事業部門 製造システム事業部門

事業推進グループ長 事業推進グループ長

製造システム事業本部長

上席執行役員 執行役員 奥原　隆之

経営企画グループ長 事業戦略センター長

上席執行役員 執行役員 上野　裕治

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門

製造エンジニアリング事業本部長 製造エンジニアリング事業本部長

上席執行役員 執行役員 萩原　照久

ビジネスサービス事業部門 ビジネスサービス事業部門

ITM連携推進担当役員 ITM連携推進担当役員

事業推進グループ長 事業推進グループ長

(3) 分掌変更

2016年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

取締役 専務執行役員 代表取締役 専務執行役員 熊﨑　龍安

ビジネスサービス事業部門長 分掌役員（経理、購買・業務）
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取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 福永　哲弥

分掌役員（ＩＲ・財務・リスク管理） 副分掌役員（ＩＲ・財務・リスク管理担当）

ＩＲ・財務・リスク管理グループ長 ＩＲ・財務・リスク管理グループ長

担当役員（経理）

取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 遠藤　正利

分掌役員（ＳＥ＋センター、開発センター、購 分掌役員（ＳＥ＋センター、開発センター）

買・業務） 副分掌役員（購買・業務担当）

開発センター長 開発センター長

常務執行役員 常務執行役員 眞下　尚明

プラットフォームソリューション事業部門長 プラットフォームソリューション事業部門 副部

（2016年6月取締役就任予定） 門長

ITM連携推進担当役員

事業推進グループ長

常務執行役員 常務執行役員 向井　健治

通信システム事業部門長 通信システム事業部門 副部門長

メディアシステム事業本部長

常務執行役員 常務執行役員 古森　明

分掌役員（ＩＴ企画・業務改革） 人事グループ長

副分掌役員（人事）

上席執行役員 上席執行役員 城尾　芳美

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門長補

九州プラットフォーム事業本部長 佐

九州支社長 九州プラットフォーム事業本部長

ＳＣＳＫ九州株式会社　代表取締役社長 九州支社長

ＳＣＳＫ九州株式会社　代表取締役社長

上席執行役員 上席執行役員 武井　久直

ソリューション事業部門 ソリューション事業部門

ITM連携推進担当役員 ITM連携推進担当役員

事業推進グループ長 事業推進グループ長

ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部長 ＡＭＯ第一事業本部長

上席執行役員 上席執行役員 新庄　崇

プラットフォームソリューション事業部門 プラットフォームソリューション事業部門

ITM連携推進担当役員 ＩＴプロダクト＆サービス事業本部長

事業推進グループ長

ＩＴプロダクト＆サービス事業本部長
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上席執行役員 上席執行役員 清水　康司

分掌役員（経理） 経営企画グループ長

執行役員 執行役員 斎藤　幸彦

ソリューション事業部門 ソリューション事業部門

ＡＭＯ第一事業本部長 ＰｒｏＡｃｔｉｖｅ事業本部長

執行役員 執行役員 渡辺　孝治

製造システム事業部門 製造システム事業部門

車載システム事業本部長 中部システム事業本部長

車載システム事業本部長

執行役員 執行役員 河辺　恵理

流通システム事業部門 人事グループ 副グループ長

ITM連携推進担当役員

事業推進グループ長

人事グループ 副グループ長

執行役員 執行役員 横山　峰男

製造システム事業部門 製造システム事業部門

西日本産業第二事業本部長 西日本産業第二事業本部長

西日本支社

事業推進グループ長

(4) 退任

2016年3月31日付（新役職は2016年4月1日付）

新役職名 旧役職名 氏名

取締役 取締役 副社長執行役員 鎌田　裕彰

（2016年6月取締役退任、顧問就任予定） 開発分野担当役員（製造、通信、流通、金

融）

分掌役員（Ｒ＆Ｄセンター）

通信システム事業部門長

取締役 取締役 副社長執行役員 栗本　重夫

（2016年6月取締役退任、顧問就任予定） 機能分野担当役員（ソリューション、ビジネス

サービス、プラットフォーム、ＩＴマネジメント）

プラットフォームソリューション事業部門長

ビッグデータ戦略推進担当役員

取締役 取締役 専務執行役員 福島　紀美夫

（2016年6月取締役退任、顧問就任予定） 社長補佐

事業サポート部門担当役員
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取締役 取締役 専務執行役員 市野　隆裕

（2016年6月取締役退任、顧問就任予定） ビジネスサービス事業部門長

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社　代表取締 ＳＣＳＫサービスウェア株式会社　取締役会

役会長 長

取締役 取締役 常務執行役員 加藤　敏幸

（2016年6月取締役退任予定） 流通システム事業部門長

株式会社ＣＳＩソリューションズ　代表取締役 グローバルシステム事業本部長

社長 中国・アジア総代表

顧問 上席執行役員 佐伯　壽紀

ＳＣＳＫシステムマネジメント株式会社　代表 製造システム事業部門

取締役社長 製造システム事業本部長

6．理事への昇格

2016年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 人事グループ 杉山　敦

人事グループ 人材開発部長

人材開発部長

理事 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ 井上　賢司

法務・総務・広報・ＣＳＲグループ 副グルー 法務部長

プ長

法務部長

理事 経理グループ長代理 小座本　昌広

ＩＲ・財務・リスク管理グループ長補佐 ＩＲ・財務・リスク管理グループ

経理グループ長補佐 財務部長

ＩＲ・財務・リスク管理グループ

財務部長

理事 購買・業務グループ 鳴尾　秀樹

ＳＥ＋センター 副センター長 パートナー推進部長

理事 製造システム事業部門 戸田　賢二

製造システム事業部門 西日本産業第二事業本部 副本部長

中部システム事業本部長 産業システム第一部長

西日本産業第二事業本部 副本部長

産業システム第一部長
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理事 SCSK Asia Pacific Pte. Ltd.　Managing 多賀　朋子

SCSK Asia Pacific Pte. Ltd.　Managing Director

Director

理事 金融システム事業部門 石橋　民男

金融システム事業部門 金融システム第三事業本部 副本部長

金融システム第三事業本部 副本部長

理事 プラットフォームソリューション事業部門 長谷川　雅義

プラットフォームソリューション事業部門 ＩＴプロダクト＆サービス事業本部長代理

ＩＴプロダクト＆サービス事業本部 副本部長

理事 プラットフォームソリューション事業部門 河野　昇

プラットフォームソリューション事業部門 ＩＴエンジニアリング事業本部

ＩＴエンジニアリング事業本部 副本部長 エンタープライズ第二部長

エンタープライズ第二部長 営業推進部長

営業推進部長

理事 ＩＴマネジメント事業部門 高野　健

ＩＴマネジメント事業部門 基盤インテグレーション事業本部

基盤インテグレーション事業本部 副本部長 流通基盤インテグレーション第一部長

流通基盤インテグレーション第一部長 金融基盤インテグレーション部長

金融基盤インテグレーション部長

理事 ＩＴマネジメント事業部門 駒田　二三男

ＩＴマネジメント事業部門 西日本ＩＴマネジメント事業本部 副本部長

西日本ＩＴマネジメント事業本部長

7．本部長級人事

2016年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 小林　良成

人事グループ 副グループ長 人事グループ

人事企画部長 人事企画部長

理事 理事 鈴木　健

法務・総務・広報・ＣＳＲグループ 副グルー 法務・総務・広報・ＣＳＲグループ

プ長 総務部長

総務部長
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理事 理事 瀬戸　一文

通信システム事業部門 通信システム事業部門

メディアシステム事業本部長 メディアシステム事業本部 副本部長

メディアシステム営業部長 メディアシステム営業部長

理事 理事 三石　信広

プラットフォームソリューション事業部門 ＩＲ・財務・リスク管理グループ長補佐

事業推進グループ 副グループ長 リスク管理部長

ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社　代表 ＳＥ＋センター長代理 和久田　浩二

取締役社長

8．部長級人事

2016年4月1日付

新役職名 旧役職名 氏名

理事 理事 向井　清

開発センター長補佐 開発センター

専門性評価推進室長

以　上
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